「佐賀県産品応援の店」登録店（国内）
№

店名

〒

所在地

1 やさい直売所 マツちゃん

842-0303 佐賀市三瀬村大字杠246-1

2 村岡総本舗 本店

845-0001 小城市小城町861

3 村岡総本舗 小城中央店

営業時間
8:00～18：30
（4月から10月）
日没まで
（11月～3月）

定休日

ホームページアドレス

店舗区分等

http://www.macchan.co.jp

8:00～20:00

不定休

https://muraoka-sohonpo.co.jp/ 販売店

小城羊羹

江戸時代から続く伝統製法の羊羹です。近くにお
越しの際はぜひお立ち寄り下さい。

845-0001 小城市小城町中央大通り

8:00～20:00

不定休

https://muraoka-sohonpo.co.jp/ 販売店

小城羊羹

江戸時代から続く伝統製法の羊羹です。近くにお
越しの際はぜひお立ち寄り下さい。

4 村岡総本舗 小城駅前店

845-0001 小城市小城町小城駅前

9:00～18:00

不定休

https://muraoka-sohonpo.co.jp/ 販売店

小城羊羹

江戸時代から続く伝統製法の羊羹です。近くにお
越しの際はぜひお立ち寄り下さい。

5 村岡総本舗 佐賀総本店

849-0916 佐賀市高木瀬町東高木

8:00～20:00

不定休

https://muraoka-sohonpo.co.jp/ 販売店

小城羊羹

江戸時代から続く伝統製法の羊羹です。近くにお
越しの際はぜひお立ち寄り下さい。

6 村岡総本舗 佐賀駅店

840-0801 佐賀市駅前中央1丁目11番1号

8:00～20:00

不定休

https://muraoka-sohonpo.co.jp/ 販売店

小城羊羹

江戸時代から続く伝統製法の羊羹です。近くにお
越しの際はぜひお立ち寄り下さい。

7 村岡総本舗 唐人町店

840-0813 佐賀市唐人1丁目5-45

8:00～20:00

不定休

https://muraoka-sohonpo.co.jp/ 販売店

小城羊羹

江戸時代から続く伝統製法の羊羹です。近くにお
越しの際はぜひお立ち寄り下さい。

8 村岡総本舗 佐賀空港店

840-2212 佐賀郡川副町大字犬井道9476番地187

6:00～18:30

不定休

https://muraoka-sohonpo.co.jp/ 販売店

小城羊羹

江戸時代から続く伝統製法の羊羹です。近くにお
越しの際はぜひお立ち寄り下さい。

9 村岡総本舗 唐津店

847-0052 唐津市大手口

9:00～19:30

不定休

https://muraoka-sohonpo.co.jp/ 販売店

小城羊羹

江戸時代から続く伝統製法の羊羹です。近くにお
越しの際はぜひお立ち寄り下さい。

10 村岡総本舗 唐津中央店

847-0821 唐津市町田1丁目2349

8:00～20:00

不定休

https://muraoka-sohonpo.co.jp/ 販売店

小城羊羹

江戸時代から続く伝統製法の羊羹です。近くにお
越しの際はぜひお立ち寄り下さい。

11 村岡総本舗 福岡店

810-0028 福岡市中央区浄水通4-18

10:00～19:00

不定休

https://muraoka-sohonpo.co.jp/ 販売店

小城羊羹

江戸時代から続く伝統製法の羊羹です。近くにお
越しの際はぜひお立ち寄り下さい。

9:00～21:00

不定休

https://muraoka-sohonpo.co.jp/ 販売店

小城羊羹

江戸時代から続く伝統製法の羊羹です。近くにお
越しの際はぜひお立ち寄り下さい。

福岡市博多区博多駅中央街１－１ 博多
ステーションビル名店街「マイング」内

県産米の米、野菜、加工品など

（2019年7月12日現在）
店舗のPRメッセージ
佐賀県産大豆100％の豆乳からつくるざる寄せ豆
腐はとろけるような食感と大豆の濃厚な甘みが楽
しめます。自家栽培の野菜と地元の新鮮野菜など
品揃えも豊富です。

元旦・荒天候時

12 村岡総本舗 博多駅マイング店 812-0012

販売店

取扱品目

13 村岡総本舗 有田店

844-0013 有田町大野乙2567

8:00～20:00

不定休

https://muraoka-sohonpo.co.jp/ 販売店

小城羊羹

江戸時代から続く伝統製法の羊羹です。近くにお
越しの際はぜひお立ち寄り下さい。

14 村岡総本舗 多久店

846-0002 多久市北多久町小侍43-3

8:00～20:00

不定休

https://muraoka-sohonpo.co.jp/ 販売店

小城羊羹

江戸時代から続く伝統製法の羊羹です。近くにお
越しの際はぜひお立ち寄り下さい。

15 村岡総本舗 白石店

849-1112 杵島郡白石町福田2106-23

8:00～20:00

不定休

https://muraoka-sohonpo.co.jp/ 販売店

小城羊羹

江戸時代から続く伝統製法の羊羹です。近くにお
越しの際はぜひお立ち寄り下さい。

16 村岡総本舗 鳥栖店

841-0052 鳥栖市宿町原田1012-5

8:00～20:00

不定休

https://muraoka-sohonpo.co.jp/ 販売店

小城羊羹

江戸時代から続く伝統製法の羊羹です。近くにお
越しの際はぜひお立ち寄り下さい。

17 志乃

840-0041

佐賀県産品

佐賀県産品の食材を使った和洋創作料理。

18 いろは精肉店

849-1112 杵島郡白石町大字福田2046

9:00～18:00

日曜日

http://www.shokokai.or.jp/41/4
販売店
142520016/index.htm

佐賀県産和牛肉

信用と信頼のあるお店を心がけ、お客様に親しま
れるよう日々おいしいお肉の販売を行っておりま
す。

19 桝田米穀店

583-0005 藤井寺市惣社1-12-59

10:00～19:30

火曜日・第３水曜日

http://www.ricefriend.com/kom
販売店
etaku/masuda.html

米、のり、酒、みそ、しょうゆ

五ツ星お米マイスターのいるお店（五ツ星）元気で
ました～といわれるお店

20 （株）和泉屋米穀店

156-0052 世田谷区経堂1-11-9

8:00～20:00

日曜日・祝日

http://www.izumiya.tokyo

販売店

玄米

21 肉はたけしま

581-0013

9:00～19:00

月曜日

http://www.takeshima-meet.jp

販売店

牛肉（佐賀牛）

22 杉本米穀店

611-0021 宇治市宇治壱番51-5

9:00～17:00

日曜日・祭日

販売店

おいしいお米・灯油・雑穀を取り扱っております。お
佐賀ヒノヒカリ、佐賀夢しずく、佐賀七夕コ
客様とのふれあいを大切にして「商いは心」をモッ
シヒカリ
トーに毎日がんばっています。

佐賀市城内1-1-59 県庁13階 展望レ
ストラン

八尾市山本町南1-3-15 パセオ山本
内

（ 平日 ）10:00～22:00
（ラストオーダー21：00）
無休
（日曜日）10:00～21:00
（ラストオーダー20:00)

飲食店

創業７０有余年「国産和牛」「佐賀牛」を販売。「肉
はたけしま」ではお客様に安して美味しいお肉をお
届けする為、厳選されたお肉を販売しております。

「佐賀県産品応援の店」登録店（国内）
№
23

店名
協同組合 ショッパーズかんざき サピエ

〒

所在地

842-0003 神埼市神埼町大字本堀3206-1

24 COROYA

840-0831 佐賀市松原2-13-11

25 stool coffee

840-0041 佐賀市城内１－５－２４

26 ももふく

840-0826

佐賀市白山２－２－１８ 親和相互佐賀
ビル 1F

営業時間
9:00～20:00

(月～金)11:00～21:00
( 土 )11:00～23:00

定休日

ホームページアドレス

（2019年7月12日現在）
店舗のPRメッセージ
地域のみなさまのお役に立つお店を目指し、神崎
佐賀牛・麓鶏・さがびより・神埼そうめん・
に誕生して26年が経ちました。これからもツドイ憩
嬉野茶・小城羊かん・有明海産物・玄海海
いの場としてもご利用いただけるよう明るい笑顔で
産物肉等
お客様のご来店をお待ちしております。
取扱品目

第3水曜日

販売店

日曜日・祝日

飲食店

米、野菜

飲食店

米、卵

( 火～金 )11:30～15:00
( 火～金 )17:00～20:00 月曜日
(土・日・祝)11:30～18:30
18:00～23:00

店舗区分等

日曜日・祝日

飲食店

販売店

お米

全国こだわりのお米を約50アイテム揃え、お客様
の目の前で小量、500ｇ（3合）から精米し、つきたて
のお米を提供しています。精米方法も精米、分づき
米、玄米のままと7通りに仕上げさせていただきま
す。さまざまなギフトも承っております。ネット販売、
宅配もしております。天明2年創業。

木曜日

販売店

佐賀牛

佐賀牛一頭買い。仲卸業者を通さないからこそで
きる安さとウマさ、近くにお越しの際はぜひ一度食
べてみて下さい。

(平日)9:00～18:00
( 土 )9:00～15:00

日曜日・祭日

販売店

色鍋島

本場の色鍋島を東京でも入手できるお店です。湯
島天神男坂の手前で営業しております。

(4月～9月)
9:00～17:30
(10月～3月)
9:00～17:00

12/31～1/3

販売店

蓮根、玉葱、野菜、米

新鮮、安全、笑顔がモットーのしろいし特産物直売
所。白石で採れたての新鮮野菜など、地元特産物
をどこよりも新鮮でどこよりも安全、店員一同笑顔
で接し皆様から親しまれる直売所です。

農水産物、果物、米、玉子、生花、菓子
類、海苔製品など

豊富な種類の弁当、惣菜、地元農産物やクチゾ
コ、タコなど「有明海」の海の幸、海苔製品、昔懐か
しいお菓子類、季節に応じた果物などが良心価格
で手に入ると評判の立ち寄りスポットです。家具産
地ならではの、木工芸品や木のおもちゃなどの展
示販売コーナーもあります。

27 玄米耕房かめた（合資会社亀太商店）

130-0022 墨田区江東橋5-13-2

10:00～18:00

日曜日・祝日

28 肉の小林総本店

577-0804 東大阪中小阪1-1-1

8:00～20:00

29 いまり倶楽部

113-0034 文京区湯島3-27-8

30 しろいし特産物直売所

849-1111 杵島郡白石町東郷1218-7

http://www.kameta.biz

http://www.sagabai.com/doronp
販売店
a/main/4.html

31 橋の駅 ドロンパ

840-2102 佐賀市諸富町大字為重214-5

9:30～18:00

12/31～1/3

32 森本米穀店

579-8065 東大阪市新池島町1-7-22

8:00～18:00

日曜日

販売店

佐賀米・国内産白米

33 割烹 きくすい

116-0001 荒川区町屋5-1-13

17:00～22:00

日曜日

飲食店

温泉どーふ、ガニ漬、窓乃梅、尺山、宗
政、呼子冷凍イカ、他、香味干し、嬉野茶

34 米米たけなか

544-0022 大阪市生野区舎利寺1-1-27

8:00～20:00

日曜日・祝祭日

//blog.goo.ne.jp/maimaitakanaka

販売店

米穀 上場コシ光、七夕コシ光、特栽夢し
ずく、夢しずく

玄米1ｋｇからお好みの白さに精米します。

35 SAGA空港一番館

佐賀市川副町大字犬井道９４７６－１８
840-2212 ７ 九州佐賀国際空港旅客ターミナルビ
ル2階

年中無休

http://www.saga-bussan.com/

販売店

佐賀県内事業者（陶磁器、民工芸品、食
品、お菓子、酒）

九州佐賀国際空港にお店があり、焼物、民工芸
品、食品、お菓子、日本酒など佐賀のあらゆる特
産品を販売しています。

36 肉の牛竹

544-0031 大阪市生野区鶴橋2-5-27

6:00～16:00

日曜日・祝日

販売店

牛肉（佐賀牛）

食べてビックリするようなおいしい佐賀牛を取りそ
ろえています！

37 株式会社北島 白山本店

840-0826 佐賀市白山２－２－５

9:00～20:00

元旦のみ

http://www.marubolo.com/

販売店

丸芳露、花ぼうろ、その他和菓子、洋菓子

県産の小麦粉を使い、伝統的な手法で心を込めて
つくっています。

38 株式会社北島 JR佐賀駅店

840-0801 佐賀市駅前中央1丁目11番1号

8:00～20:00

不定休

http://www.marubolo.com/

販売店

丸芳露、花ぼうろ、その他和菓子、洋菓子

県産の小麦粉を使い、伝統的な手法で心を込めて
つくっています。

39 株式会社北島 佐賀駅北口店

840-0804 佐賀市神野東２－１－１

9:00～20:00

元旦のみ

http://www.marubolo.com/

販売店

丸芳露、花ぼうろ、その他和菓子、洋菓子

県産の小麦粉を使い、伝統的な手法で心を込めて
つくっています。

40 株式会社北島 佐賀東店

840-0811 佐賀市大財５－５－１２

9:30～19:30

不定休

http://www.marubolo.com/

販売店

丸芳露、花ぼうろ、その他和菓子、洋菓子

県産の小麦粉を使い、伝統的な手法で心を込めて
つくっています。

41 株式会社北島 佐賀西店

849-0932 佐賀市鍋島町八戸溝１４３４－５

9:30～19:30

元旦のみ

http://www.marubolo.com/

販売店

丸芳露、花ぼうろ、その他和菓子、洋菓子

県産の小麦粉を使い、伝統的な手法で心を込めて
つくっています。

8:30～最終出発
15分前

佐賀県産玄米を自家搗精御当地の子袋に入れて
販売
駅から少し歩きますが、佐賀の話しでもりあがれる
店です。お気がるにお寄りください。ホームページ
は有りませんが「町屋きくすい」で見れます。

「佐賀県産品応援の店」登録店（国内）
№

店名

〒

所在地

営業時間

定休日

ホームページアドレス

店舗区分等

（2019年7月12日現在）
店舗のPRメッセージ
県産の小麦粉を使い、伝統的な手法で心を込めて
丸芳露、花ぼうろ、その他和菓子、洋菓子
つくっています。
取扱品目

42 株式会社北島 木原店

840-0015 佐賀市木原１－２４－４０

9:30～19:30

不定休

http://www.marubolo.com/

販売店

43 株式会社北島 小城店

845-0004 小城市小城町松尾４０８５－１

9:30～19:30

元旦のみ

http://www.marubolo.com/

販売店

丸芳露、花ぼうろ、その他和菓子、洋菓子

県産の小麦粉を使い、伝統的な手法で心を込めて
つくっています。

44 株式会社北島 佐賀玉屋店

840-0833 佐賀市中の小路２－５

10:00～18:30

不定休

http://www.marubolo.com/

販売店

丸芳露、花ぼうろ、その他和菓子、洋菓子

県産の小麦粉を使い、伝統的な手法で心を込めて
つくっています。

45 株式会社北島 アルタ開成店

849-0934 佐賀市開成３－６－１６

10:00～20:00

不定休

http://www.marubolo.com/

販売店

丸芳露、花ぼうろ、その他和菓子、洋菓子

県産の小麦粉を使い、伝統的な手法で心を込めて
つくっています。

46 株式会社北島 JR唐津駅店

847-0816 唐津市新興町 JR唐津駅内

8:30～19:00

元旦のみ

http://www.marubolo.com/

販売店

丸芳露、花ぼうろ、その他和菓子、洋菓子

県産の小麦粉を使い、伝統的な手法で心を込めて
つくっています。

47 株式会社北島 岩田屋本店

810-0001 福岡市中央区天神２－５－３５

10:00～20:00

不定休

http://www.marubolo.com/

販売店

丸芳露、花ぼうろ、その他和菓子、洋菓子

県産の小麦粉を使い、伝統的な手法で心を込めて
つくっています。

48 株式会社北島 博多大丸店

810-0001 福岡市中央区天神1-4-1

10:00～20:00

不定休

http://www.marubolo.com/

販売店

丸芳露、花ぼうろ、その他和菓子、洋菓子

県産の小麦粉を使い、伝統的な手法で心を込めて
つくっています。

49 櫻井精米店

154-0023 世田谷区若林4-26-12

10:00～18:00

日曜日

http://www.edit.ne.jp

販売店

佐賀米

佐賀県のこだわり米を販売しております。ぜひとも
ご。賞味くださいませ。

50 （株）斎藤商店

350-1136 川越市下新河岸町44-1

9:00～20:00

火曜日

販売店

佐賀米（コシヒカリ、夢しずく、天使の詩、さ
がびより）

51 米の専門店 つねもと商店

564-0042 吹田市穂波町24-3

10:00～19:00

日曜日・祝日の月
曜日
第3月曜日

http://tsunemoto-rice.shoppro.jp/

販売店

52 草野製茶園

843-0301 嬉野市嬉野町大字下宿乙２３００－１１

8:00～20:00

元旦のみ

http://www.kusanoseicha.com

販売店

53 肉の三栄

849-0506 杵島郡江北町大字上小田上区2336-3

54 赤坂有薫

100-0014

55 ヨコオ直売店 みつせ鶏本舗本店

当店は佐賀県産米販売数量、関西の小売店Ｎｏ.1
さがびより（久保田産）夢しずく（唐津産)ひ
のお店です。高品質、安定価格で年間を通じ販売
よくもち
をしております。
佐賀県名産の嬉野茶の専門店です。丹精込めて、
嬉野茶
当店ならではの美味しいお茶を製造し、販売してお
ります。
佐賀牛専門店として、佐賀牛の価値をより高める
為に当店ならではの、肉質や切り方にこだわって
提供しています。佐賀牛だけでなく、佐賀産豚のみ
を仕入れ、鶏も朝引きの「ありた鶏」を販売してま
す。

9:00～19:00

水曜日・日曜日

akinai@oniku-sanei.jp

販売店

佐賀牛・佐賀産豚肉・鶏肉

11:30～14:00
17:00～20:00

年末年始

http://www.akasakayukun.com

飲食店

地元九州でも簡単に入手出来ない特産物を毎日
九州産魚介刺身盛、がめ煮、オキュート、 空輸九州出身の方にはなつかしく、東京在住の方
むつごろう
にも珍しく美味しいと言って戴ける様提供、家庭的
雰囲気の店。

842-0102 神埼郡吉野ヶ里石動2142-1

10:00～18:00

木曜日
（祝祭日、年末・年 http://misusedori-hompo.com/ 販売店
始は除く）

56 （株）四季彩

167-0032 杉並区天沼3-28-9 山元ビル1階

11:00～18:00

不定休

57 割烹 いまむら

849-0113 三養基郡みやき町東尾574

10:00～16:00

土曜日・日曜日・祝 http://www.shokokai.or.jp/41/4
飲食店
日
134610028/index.htm

58 佐賀牛 銀座季楽

104-0061

中央区銀座5-4-6 ロイヤルクリスタル
銀座5階

59 肉の匠 いとう

812-0012

福岡市博多区博多駅中央街１－１ 阪急
博多店Ｂ１

10:00～20:00

60 アイミート

810-0001

福岡市中央区天神２－５－３５ 福岡岩
田屋本館Ｂ１

61 （有）屋部商店

814-0112 福岡市城南区友丘2-2-45

千代田区永田町2-14-3 東急プラザ赤
坂3階

https://www.kyokaidori.com/shop/0353978787.htm 販売店
l

みつせ鶏（鶏肉・米）

佐賀の名産みつせ鶏の生産者直営店です。新鮮
な精肉や加工品、お惣菜など豊富な商品を揃えて
ます。

有田焼・伊万里焼

有田で買い付けした陶芸家の逸品から、日用の手
ごろなうつわまで、多数取り揃えつつ、四季折々の
彩りを感じられる心和む空間です。

佐賀県産の米（さがびより）、海苔（佐賀海苔だれう
どん・佐賀海苔めしの素）、生姜（ごはんに最高で
佐賀海苔だれうどん、佐賀海苔めしの素、
しょうが）を使用、販売しています。また、みやき町
佐賀牛カレー
逸品会の商品をミニ物産所として、展示・販売して
います。

飲食店

佐賀牛

佐賀農協が趣旨しております。東京の飲食店舗に
て首都圏の方々に佐賀の畜産物・工芸品などを幅
広く、お食事して頂きながら紹介しております。

なし

販売店

佐賀牛・伊万里牛

佐賀牛・伊万里牛をメインに販売しています。

10:00～20:00

元旦

販売店

佐賀牛・佐賀産和牛

佐賀牛・佐賀産和牛をメインに販売しています。

9:00～18:00

日祭日

販売店

佐賀県産米各種

五つ星お米マイスターが厳選した銘柄の中から、
用途や好みに合わせてご提案致します。大切な人
の胃袋を狙い撃ちするようなご飯を、美味しいお米
で炊いてみませんか？玄米も量り売りです。

http://kira.sag-ja.jp/ginza/

「佐賀県産品応援の店」登録店（国内）
№

店名

〒

所在地

62 柿右衛門窯 東京店

107-0052 港区赤坂6-19-44

63 ＪＡさが グリーンセンターとす

841-0017 鳥栖市田代大官町805-1

64 天吹酒造合資会社

849-0113 三養基郡みやき町東尾2894

中央日本橋室町1-4-1 日本橋三越本
店 新館地階2階

65 サン・フルーツ 日本橋三越店

103-0022

66 サン・フルーツ 日本橋三越店

中央日本橋室町1-4-1 日本橋三越本
103-0022
店 本館地階1階

67 サン・フルーツ 銀座三越店

104-0061

中央区銀座４－６－１６ 銀座三越店B３
階

渋谷区恵比寿4-20-7 恵比寿三越店
地下2階

営業時間
（平日）9:30～18:00
（土曜日）9:30～17:00

定休日
日曜日・祝祭日

ホームページアドレス

不定休（三越に準
ずる）

10:30～19:30

不定休（三越に準
ずる）

10:30～20:00

不定休（三越に準
ずる）

江戸時代から約370年続く、有田焼・柿右衛門窯の
東京店です。当代の柿右衛門作品や日常でお使
いになる食器等を販売しています。

販売店

米

佐賀県内産のおいしいお米。各種注文承ります。

販売店

日本酒

蔵元の小売り部です。国の有形文化財に登録され
た築100年以上経つ空間のいいですね。

果実(いちご・柑橘類)

創業90年余りのフルーツ専門店。品種や産地にこ
だわった厳選した旬のフルーツを提供しています。
フルーツ専門店として「おいしいものを販売する」と
いう理念のもと、国内外より“上質の果物”を“最高
の状態”で“高質なサービス”にてお客様にお届け
する事を心がけております。

果実(いちご・柑橘類)

創業90年余りのフルーツ専門店。品種や産地にこ
だわった厳選した旬のフルーツを提供しています。
フルーツ専門店として「おいしいものを販売する」と
いう理念のもと、国内外より“上質の果物”を“最高
の状態”で“高質なサービス”にてお客様にお届け
する事を心がけております。

果実(いちご・柑橘類)

創業90年余りのフルーツ専門店。品種や産地にこ
だわった厳選した旬のフルーツを提供しています。
フルーツ専門店として「おいしいものを販売する」と
いう理念のもと、国内外より“上質の果物”を“最高
の状態”で“高質なサービス”にてお客様にお届け
する事を心がけております。

果実(いちご・柑橘類)

創業90年余りのフルーツ専門店。品種や産地にこ
だわった厳選した旬のフルーツを提供しています。
フルーツ専門店として「おいしいものを販売する」と
いう理念のもと、国内外より“上質の果物”を“最高
の状態”で“高質なサービス”にてお客様にお届け
する事を心がけております。

販売店

果実(いちご・柑橘類)

創業90年余りのフルーツ専門店。品種や産地にこ
だわった厳選した旬のフルーツを提供しています。
フルーツ専門店として「おいしいものを販売する」と
いう理念のもと、国内外より“上質の果物”を“最高
の状態”で“高質なサービス”にてお客様にお届け
する事を心がけております。

販売店

伊万里・有田焼(源右衛門窯の陶磁器)

秩父神社のそば、陶芸店のほか、手打そば店、売
店、ギャラリー喫茶を併設。

販売店

有田焼・唐津焼

佐賀県内の窯元約２０軒の作品を展示しておりま
す。めずらしい作品を多くとり扱っておりますので、
ぜひごらん下さい。

http://www.nittoh-e.co.jp

販売店

牛肉（佐賀牛）・夢しずく・いちご・海苔・漬
物

日頃から、美味しさと品質の良さで、お客様から愛
される佐賀県産品。毎年3月開催の「佐賀フェア」で
は、特に多くの種類をご用意致します。ご来店心よ
りお待ちしております。

http://www.nittoh-e.co.jp

販売店

牛肉（佐賀牛）・夢しずく・いちご・海苔・漬
物

日頃から、美味しさと品質の良さで、お客様から愛
される佐賀県産品。毎年3月開催の「佐賀フェア」で
は、特に多くの種類をご用意致します。ご来店心よ
りお待ちしております。

販売店

嬉野茶

「銘茶 花御堂
中尾 友季惠」
飲食店舗は閉鎖し、2016年5月より事務形式にて、
嬉野茶のＤ.Ｍ販売のみを行っています。

飲食店

脊振産いのしし・真鴨

http://www.suｎfruits.co.jp/

http://www.suｎfruits.co.jp/

http://www.suｎfruits.co.jp/

11:00～20:00

不定休（三越に準
ずる）

69 サン・フルーツ 東京ミッドタウン店 107-0052 港区赤坂９－７－４ D－B107

11:00～21:00

不定休（東京ミッド
http://www.suｎfruits.co.jp/
タウンに準ずる）

70 陶芸むさしや

368-0041 秩父市番場町4-11

11:00～18:45

火曜日

71 肥前陶磁ギャラリー 妻傳

354-0035 富士見市ふじみ野西3-11-7

11:00～18:00

毎週、日・月・火・水
http://tsumaden.com/
曜日

72 ベニースーパー 佐野店

121-0053 足立区佐野2-27-10

73 ベニースーパー 西亀有店

124-0002 葛飾区西亀有1-16-7

74 有限会社 うれしの本舗

145-0071 大田区田園調布1丁目52番14号101

75 喫茶アメリカン

104-0061 中央区銀座4-11-7

68 サン・フルーツ 恵比寿三越店

150-0013

（1階フロア）9:30～21:00
1月1・2・3日
（2階フロア）9:30～20:00

11:00～21:00

1月1・2・3日

無休

（2019年7月12日現在）
店舗のPRメッセージ

伊万里・有田焼（柿右衛門窯）

土曜日・日曜日・祭
https://www.amabuki.co.jp/
日

10:30～19:30

取扱品目

販売店

http://www.kakiemon.co.jp/

（4月～9月）8:30～19:00 年末・年始
（10月～3月）8:30～18:00 棚卸日（年2回）
8:00～17:00

店舗区分等

http://www.suｎfruits.co.jp/

http://www.chichibumusashiya.co.jp/

販売店

販売店

販売店

販売店

「佐賀県産品応援の店」登録店（国内）
№

店名

〒

所在地

76 嬉野茶専門 伊達茶園

176-0013 練馬区豊玉中1-27-13

77 銀座 香蘭社

104-0061 中央区銀座6-14-20 銀座香蘭社ビル

78 銀次郎 市川店

営業時間

定休日

ホームページアドレス

店舗区分等

取扱品目

（2019年7月12日現在）
店舗のPRメッセージ
おいしい嬉野茶とおいしい佐賀海苔を47年。小さ
い、小さい、お茶屋・伊達茶園でございます。

無休

datechaen@w2.dion.ne.jp

販売店

嬉野茶、佐賀海苔

10:00～18:30

日曜日・祝日

https://www.koransha.co.jp

販売店

伊万里・有田焼（香蘭社）陶磁器

銀座みゆき通り沿いにある直営店です。お気軽に
お立ち寄りください。

272-0033 市川市市川南1-1-3

9:30～19:30

日曜日

販売店

佐賀県産果実全般（いちご・スイカ）

新鮮な佐賀県産多数あります。

79 Ａコープ 城南店

840-0023 佐賀市本庄町袋353-1

9:30～21:00

年中無休

販売店

佐賀牛、他

私たちは、地元産、国内産にこだわるＪＡグループ
のスーパーマーケットです。

80 Ａコープ からつ店

847-0817 唐津市熊原町3110

9:30～21:00

年中無休

販売店

佐賀牛、他

私たちは、地元産、国内産にこだわるＪＡグループ
のスーパーマーケットです。

81 Ａコープ やまもと店

847-0002 唐津市山本1390

9:30～21:00

年中無休

販売店

佐賀牛、他

私たちは、地元産、国内産にこだわるＪＡグループ
のスーパーマーケットです。

82 Ａコープ はぴる肥前店

847-1526 唐津市肥前町入野甲1968

9:30～20:00

年中無休

販売店

佐賀牛、他

私たちは、地元産、国内産にこだわるＪＡグループ
のスーパーマーケットです。

83 Ａコープ いまり店

848-0027 伊万里市立花町1326-2

9:00～20:00

年中無休

販売店

佐賀牛、他

私たちは、地元産、国内産にこだわるＪＡグループ
のスーパーマーケットです。

84 Ａコープ ブリス店

849-4153 西松浦郡西有田町立部乙2264-1

9:00～20:00

年中無休

販売店

佐賀牛、他

私たちは、地元産、国内産にこだわるＪＡグループ
のスーパーマーケットです。

85 Ａコープ 川良店

843-0024 武雄市武雄町大字富岡11515-3

9:30～20:00

年中無休

販売店

佐賀牛、他

私たちは、地元産、国内産にこだわるＪＡグループ
のスーパーマーケットです。

86 Ａコープ しろいし店

849-1112 杵島郡白石町大字福田1441-1

9:30～20:00

年中無休

販売店

佐賀牛、他

私たちは、地元産、国内産にこだわるＪＡグループ
のスーパーマーケットです。

87 Ａコープ ララベル店

849-1312 鹿島市大字納富分字藤津甲２－１

9:30～21:00

年中無休

販売店

佐賀牛、他

私たちは、地元産、国内産にこだわるＪＡグループ
のスーパーマーケットです。

88 Ａコープ 虹の松原店

847-0022 唐津市鏡字新屋敷4203-1

9:30～21:00

年中無休

販売店

佐賀牛、他

私たちは、地元産、国内産にこだわるＪＡグループ
のスーパーマーケットです。

89 小川頭販売所

602-0021

京都市上京区上御霊前通小川東入る
禅昌院町645

9:00～18:00

日曜日・祭日

販売店

佐賀米・夢しずく

90 日本料理 なか乃

840-1101

佐賀県三養基郡みやき町大字西島
1276

11:30～15:00
17:30～22:00

不定休

飲食店

日本酒、ジャポネソース、和風ドレッシン
グ、極上ぽん酢
【飲食：さがびより】

日本料理店でも主に懐石料理（ご法事・お祝い等）
をゆっくりとくつろいで頂けるよう個室にてご案内し
ております。

91 美味しいもんや 伊万里

154-0004 世田谷区太子堂5-16-11

18:00～24:00

木曜日

http://www.01.246.ne.jp/babaim
飲食店
ari/

呼子イカ、サバの一夜干し、焼酎、日本
酒、地鶏の柚子胡椒焼、古伊万里酒造、
宗政酒造

家庭料理を中心とした、アットホームなお店です。

92 江見川端小平の肉まん

840-1106

10:00～17:00

不定休

販売店

たまねぎ（肉まん）

佐賀たまねぎの甘みを活かした手作り肉まんの製
造販売。

93 中華食堂たんめん屋

830-0072 久留米市安武町安武本3330-1

11:00～21:00

火曜日

飲食店

たまねぎ、トマト、（酢豚、チャーハン、たん 食材を活かした中華たんめん、チャーハン、一品料
めん、汁なし担々麺）
理を提供しています。

94 坂本ストアー

849-0101 三養基郡みやき町原古賀806

10:00～20:30

日曜日

販売店

野菜・魚・肉・食品

市場より毎朝社長が仕入れた、新鮮な野菜・魚が
並んでいます。佐賀牛も取り扱ってます。

suisya-saga.com

飲食店

うれしの旬鮮
【施設案内】
館内からは嬉野川のせせらぎと水辺でた
わむれる野鳥たちが眺められ、ゆったりと
した癒しのある古民家造りのお食事処で
す。テーブル：４人掛×５席、二人掛×２
席、座敷：4人掛×２席、二人掛×１席。春
から秋の季節はテラス4人掛×３席でも食
事ができます。

メニューの中で一番人気は、国産豚肉と大葉と
チーズを重ねて揚げたカツでミルフィーユ御膳で
す。嬉野名物の湯どーふ御膳は市外・県外のお客
様には大変好評です。ごはんは「熟成すいしゃ米」
で、かまどと鉄の羽釜で薪を焚いてのかまど炊飯
です。お米は、さがびより・夢しずく・ヒノヒカリ・すい
しゃブレンドと日替わりの銘柄です。施設のそばで
すいしゃが廻り、隣のすいしゃ精米所で石臼に杵で
精米しているところが見学できます。毎月第一土曜
日19：00～開催しているジャズライブも盛況です。

https://life.jagroup.jp/farm/market/

販売店

野菜全般、みそ、豆腐、卵

佐賀県産品の販売（地元で採れた新鮮な野菜全
般、みそ、豆腐、卵等）
近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

佐賀県三養基郡みやき町大字市武
1491

95 一粒茶屋すいしゃ

843-0302 嬉野市嬉野町下野甲5682-2

96 産直館 よりみち

849-0123 三養基郡上峰町坊所412-1

11：30～15：00
（Ｌｏ14：00）

日曜日・月曜日

4月～9月 8:30～19:00 4/1、10/1、1/1～
10月～3月 8:30～18:00 1/3

www.sakamoto-store.jp

「佐賀県産品応援の店」登録店（国内）
№

店名

97 菜海ありあけ
98 道の駅「山内」 黒髪の里

99 道の駅「山内」 なな菜

〒

所在地

849-1207 杵島郡白石町大字深浦782-7
８４９－２３０３ 武雄市山内町三間坂甲14697-2

849-2303 武雄市山内町三間坂甲14700

営業時間
8：00～18：00

定休日

ホームページアドレス

店舗区分等

取扱品目

（2019年7月12日現在）
店舗のPRメッセージ

1/1～1/5

販売店

米、レンコン、タマネギ、海苔、野菜類

12/31～1/3

販売店

地元特産品、農産物、野菜、穀類、弁当、 「武雄市山内町」魅力全部まとめて大集合！終着
一般食品等
駅は、おふくろのいるふるさとの町、山内

11:00～15:00（平日）
12/30～1/4
11:00～16:00（土日祝日）

飲食店

化学調味料、添加物使わない、安全・安心な料理
地元特産品、農産物、野菜、穀類、弁当、
のバイキングレストラン。
一般食品等
終着駅は、おふくろのいるふるさとの町、山内

8:30～18:00

100 鍋島新鮮市場

849-0931 佐賀市鍋島蛎久1550-1

8:30～19:00

1/1～1/5

販売店

果実・野菜・米

101 スーパーモリナガ 空港通り店

840-2205 佐賀市川副町南里757

8:30～19:00

なし

販売店

果実・野菜・牛肉・豚肉・鶏肉・米

102 肉の専門店 たか橋本店

562-0033 大阪府箕面市今宮4-10-41

10：00～19：00

年中無休

http://takahashimeathonten.com/

販売店

佐賀牛をはじめ、佐賀の美味しい商品を取り扱っ
佐賀牛、さがびより、野菜、ごま、のり、調
ております。近くにお越しの際はぜひお立ち寄り下
味料
さい。

103 肉の専門店 たか橋山田店

565-0824 大阪府吹田市山田西2-6-3

10：00～19：00

年中無休

http://takahashimeatyamadaten.com/

販売店

佐賀牛をはじめ、佐賀の美味しい商品を取り扱っ
佐賀牛、さがびより、野菜、ごま、のり、調
ております。近くにお越しの際はぜひお立ち寄り下
味料
さい。

104 生鮮専門店 たか橋牧落店

562-0004 大阪府箕面市牧落3-6-34

10：00～19：00

年中無休

http://takahashi-meat.co.jp/

販売店

佐賀牛をはじめ、佐賀の美味しい商品を取り扱っ
佐賀牛、さがびより、野菜、ごま、のり、調
ております。近くにお越しの際はぜひお立ち寄り下
味料
さい。

105 江北町ゆうきの里「だいちの家」

849-0501 杵島郡江北町山口1334

9:00～18:00

お盆・年末年始

販売店

果実・野菜・牛肉・豚肉・鶏肉・米

106 イオン佐賀 大和店

840-0201 佐賀市大和町大字尼寺3535

9:00～22:00

年中無休

http:sagayamato-aeonmall.com/ 販売店

日本酒（矢野酒造）いちご、牛肉

地産地消をテーマとして、佐賀県の産品を数多く品
揃えしております。

107 肉のもろいし

849-2102 杵島郡大町町福母2793-4

9:00～17:00

毎週日曜日

販売店

牛肉・豚肉・鶏肉

信用とオリジナルの味を売る店

108 スーパーモリナガ 唐津店

847-0824 唐津市神田2247-7

8:00～22:00

なし

販売店

野菜・果物・海産物等

地域に根ざしたお店です。

www.super-morinaga.co.jp

新鮮野菜を所狭しと並べております。

109 佐賀牛専門店 焼肉竜馬

849-0937 佐賀市鍋島町３丁目１３６

（火木土）PM5:30～
PM11:00（金土日）
AM11:30～14:15
PM5:30～PM11:00

110 佐賀弁当館 竜馬

849-0931 佐賀市鍋島町大字蛎久1550-1

AM11:00～PM7:30

111 そよかぜ館

840-0203 佐賀市大和町梅野805

9:00～18:00

1/1、1/2、1/3

http://soyokazekan.com

販売店

果実・野菜・米

112 （株）並木米穀店

171-0051 豊島区長崎2-10-14

8:00～19：00

月曜日

http://omusubiya.com

販売店

佐賀米

夢しずくを自社精米して、自社でおにぎり加工して
販売しております。精米したて、にぎりたてのこだ
わっています。

113 ほたるの郷

845-0003 小城市小城町81-1

9:00～18:00

盆（8/15、8/16）
正月（1/1～1/4）

販売店

果実・野菜・牛肉・豚肉・鶏肉・米

小城スマートインターが4/1～開通します。すぐ近く
ですので、お立寄下さい。

114 パンちゃん

846-0031 多久市多久町521-1

8:00～17:00

日曜日

http://kirara.boo.jp.wp/

販売店

115 スーパーモリナガ 鹿島店

849-1311 鹿島市大字高津原5104

8:00～23:00

なし

http://www.supermorinaga.co.jp/

販売店

果実・野菜・牛肉・豚肉・鶏肉・米

新鮮な佐賀県産品を多く取り扱っています。お近く
にお越しの際はぜひお立寄り下さい。

販売店

季楽ドレッシング、ベジスープ
果実・野菜・牛肉・豚肉・鶏肉・米

生産者と家庭を結ぶ明るい店
生産者と皆さんが丹精込めて、作られた商品を買
物に来て頂くお客様に、明るくハキハキとした接客
で販売し、生産者とお客様ともに満足して頂く店を
目指しています。

販売店

佐賀牛・豚肉・鶏肉

佐賀を中心に、消費者に信頼される品物を自信を
持って、販売しています。

販売店

佐賀牛及び伊万里牛

専門店ならではのこだわりの商品が自慢です。

月、祝日（祝日前は
営業）

飲食店

佐賀牛専門店としてオープン以来佐賀牛をはじめ
佐賀牛、有明のり、さくらポーク、米、玉ね
とする、米、野菜に至るまで佐賀産にこだわってお
ぎ、野菜
ります。佐賀産のすばらしさを伝えていきたいと
提供品の95％は佐賀産
思っています。

元日

飲食店

佐賀藩バーグ、黒毛和牛ハンバーグ

116 JA産直「土の香」きんりゅう

849-0905 佐賀市金立千布3133-1

9:00～18:00

第2水曜日
（8月）第3水曜日
（3月）第2水曜日

117 肉の古賀

849-0921 佐賀市高木瀬西5-10-22

8:00～18:00

日曜日、祝日

118 片岡精肉本店

848-0047 伊万里市伊万里町甲257

8:30～19:00

月2回日曜日

kataoka@pony.ocn.ne.jp

佐賀牛専門店焼肉竜馬の姉妹店として、佐賀産の
肉、野菜、米にこだわった弁当屋さんです。安心安
全な弁当作りにがんばってます。

佐賀産を原材料とした豊富なパンの販売、また佐
賀県産の米（さがびより）などを使用したお弁当を
作っています。お気軽にお立ち寄りください。

「佐賀県産品応援の店」登録店（国内）
№

店名

〒

所在地

営業時間

定休日

ホームページアドレス

店舗区分等

取扱品目

（2019年7月12日現在）
店舗のPRメッセージ

119 肉のさかき 榊精肉店

848-0047 伊万里市伊万里町甲484

9:00～19:00

毎週日曜日
第1、3、5木曜日

http://www.sakaki-nikuya.net

販売店

牛肉・鶏肉

ブランド和牛の佐賀牛、伊万里牛を販売致しており
ます。創業1933年、厚生大臣賞受賞店です。

120 ステーキレストラン 勝

848-0032 伊万里市二里町大里甲1780

11:30～15:00
17:00～20:00

木曜日

http://www.imarigyu.com/

販売店

伊萬里牛ステーキ

松尾勝馬牧場の直営店
おススメは伊萬里牛サーロイン、極上です。

121 げんき畑

840-0844 佐賀市伊勢町2-32

日曜日、祝日

http://yasai.sagatan.jp

販売店

果実・野菜・米

生きた土づくりにこだわり、自然の恵みを受け健康
に育った有機農産物や無添加食品を中心に取り
扱っています。

122 活ふく料理かみいし

541-0052 中央区安土町1-2-4-B1

11:00～14:00
17:00～23:00

日曜日、祝日

ikefukukamishi.web.fc2.com

飲食店

123 古館精肉店

840-0027 佐賀市本庄町本庄219-35

9:00～18:00

日曜日、祝日

124 福岡精肉デリカ

840-0824 佐賀市呉服元町1-4

10：００～19:00

125 さが風土館 季楽

840-0811 佐賀市大財3-9-16

9:00～18:00

126 ショッピングシティ アルタ新栄店

849-0850 佐賀市新栄東1-8-28

127 Bar 稽古場

106-0032

128 魚菜肴 竹八

166-0004 東京都杉並区阿佐谷南１－１３－１２

129 レストランカンフォーラ

840-2212

佐賀県佐賀市川副町大字犬井道９４７６
番地１８７

130 café TRES

840-0041

佐賀市城内1-15-23
館佐賀県立美術館

131 トラベルカフェ パンゲア

840-0815

佐賀市天神3-2-15 佐賀市立図書館１
階

132 株式会社新生屋食品店
133 CAFÉ BASE

11:00～18:00

１年を通してふぐを提供しておりますが、春は桜
鯛、夏は鱧などその時季でしか味わえない料理も
楽しんでいます。

販売店

牛、豚、鶏

販売店

佐賀牛、若楠ポーク、ありた鶏、その他県 「佐賀牛カレーパン」の製造・販売をしています。極
産惣菜
めて佐賀県産のみを使用しています。

毎木曜日

saga1129.co.ja

毎月第２水曜日

www.sagafan.com/shop/shopinf
販売店
o/shc/kira

果実・野菜・牛肉・豚肉・鶏肉・米

佐賀県産の農作物・加工品を中心に取り扱ってい
るJAさが直営の店舗です。

販売店

野菜・果物・佐賀牛・みつせ鶏

新鮮宣言をモットーに、生鮮食品に力をいれていま
す

20：00～4：00

なし

飲食店

六本木ミッドタウンのすぐそば。佐賀県のおいしい
萬坊のイカしゅうまい、佐賀牛、神崎そうめ
日本酒とお食事、そして芸事に励むキャストがおも
ん、アスパラガス、トマトetc
てなしするＢＡＲです。

10：00～19：00

毎週水曜日（平成
30年7月までは無
休予定）

販売店

小城羊羹、丸ぼうろ、ミンチ天、粕漬、佐賀 東京で、佐賀の物産を販売しています。店内は
海苔、佐賀酒等
オール佐賀です。ぜひお立ち寄りください。

なし

飲食店

シシリアンライス、特製ちゃんぽん、有田鶏 空をみながらお食事できるレストランです。ぜひ立
の香味揚定食、佐賀ちゃんぽん
ち寄りください。

9:30～18::00

佐賀県立博物館の
休館日

飲食店

（火～土）10:00～19:00
（日・祝）10:00～17:00

月曜（その他市立
図書館に準じる）

飲食店

635-0043 神戸市長田区二葉町３丁目８番１号

10:30～18:00

毎週 日・月曜日

840-8570 佐賀市城内１丁目１－５９

10:00～18:00

県庁開庁日

飲食店

月～金 11:30～14:00
17:00～23:30
土 17:00～23:00

日曜、祝日

飲食店

ふもと赤鶏、野菜、日本酒等

土曜、日曜、祝日

飲食店

ふもと赤鶏、野菜、日本酒等

日曜、祝日

飲食店

ふもと赤鶏、野菜、日本酒等

飲食店

ふもと赤鶏、野菜、日本酒等

佐賀県三瀬村で誕生した「ふもと赤鶏」と「佐賀野
菜」がメインの佐賀ＰＲ酒場です。もちろん佐賀の
日本酒もあります。東京で佐賀の味を存分にお楽
しみください。

飲食店

ふもと赤鶏、野菜、日本酒等

佐賀県三瀬村で誕生した「ふもと赤鶏」と「佐賀野
菜」がメインの佐賀ＰＲ酒場です。もちろん佐賀の
日本酒もあります。東京で佐賀の味を存分にお楽
しみください。

134 佐賀県三瀬村ふもと赤鶏 田町本店 108-0023

東京都港区六本木4-5-2 六本木Uビル
１階

佐賀県立博物

東京都港区芝浦3丁目11番10号エタニ
ビルB1F

8:00～最終便出発まで

135 佐賀県三瀬村ふもと赤鶏 丸の内店 100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1

11:30～14:00
17:00～23:00

136 佐賀県三瀬村ふもと赤鶏 八重洲店 103-0028 東京都中央区八重洲1-3-17

月～金 11:30～14:00
17:00～23:30
土 17:00～23:00

137 佐賀県三瀬村ふもと赤鶏 馬喰町店 103-0002

東京都中央区日本橋馬喰町1-4-3共栄
ビル1F

138 佐賀県三瀬村ふもと赤鶏 西新宿店 160-0023

東京都新宿区西新宿1-14-6新宿西勢
ビル4F

月～金 11:30～14:00
17:00～23:30
不定休日あり
土・日・祝 16:00～23:00
11：30～14：00
月～金 11:30～14:00
17:00～23:30
土 17:00～23:00

日曜、祝日

http://shinseiyashokuhinten.com/

販売店

佐賀牛

新生屋食品店はお客様の美容と健康に奉仕しま
す

佐賀県三瀬村で誕生した「ふもと赤鶏」と「佐賀野
菜」がメインの佐賀ＰＲ酒場です。もちろん佐賀の
日本酒もあります。東京で佐賀の味を存分にお楽
しみください。
佐賀県三瀬村で誕生した「ふもと赤鶏」と「佐賀野
菜」がメインの佐賀ＰＲ酒場です。もちろん佐賀の
日本酒もあります。東京で佐賀の味を存分にお楽
しみください。
佐賀県三瀬村で誕生した「ふもと赤鶏」と「佐賀野
菜」がメインの佐賀ＰＲ酒場です。もちろん佐賀の
日本酒もあります。東京で佐賀の味を存分にお楽
しみください。

「佐賀県産品応援の店」登録店（国内）
№

店名

〒

所在地

139 佐賀県三瀬村ふもと赤鶏 酒場髙しな 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町3-6

営業時間
月～金 15：00～23:30
土 15:00～23:00

定休日
日曜、祝日

140 株式会社佐賀玉屋

840-8580 佐賀市中の小路２－５

10:00～18:30

不定休

141 道の駅 「しろいし」

849-0401 杵島郡白石町大字福富下分306-4

9：00～18：00

年末・年始・第3水
曜日

142 SAGA BAR

佐賀市駅前中央1-11-10 ＪＲ佐賀駅構
840-0801
内

143 佐賀ふもと赤鶏酒場天神

541-0059 大阪市中央区博労町4-7-9 1階

16：00～20：00

17:00～24：30

ホームページアドレス

毎週月曜日

毎週日・祝

店舗区分等
飲食店

http://www.saga-tamaya.co.jp

取扱品目
ふもと赤鶏、野菜、日本酒等

（2019年7月12日現在）
店舗のPRメッセージ
佐賀県三瀬村で誕生した「ふもと赤鶏」と「佐賀野
菜」がメインの佐賀ＰＲ酒場です。もちろん佐賀の
日本酒もあります。東京で佐賀の味を存分にお楽
しみください。

販売店
飲食店
販売店

白石町産 米、玉ねぎ、レンコン など
新鮮な佐賀県産品をたくさん取り扱っています。近
白石町産農産物（米、玉ねぎ、レンコン）及
くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。
び加工品

https://www.instagram.com/sag
飲食店
abar_official/

日本酒、海苔、ワラスボ

メニューは全て佐賀の日本酒！
月替わりで常時１２銘柄をラインナップ！おすすめ
はワンコインで楽しめる３銘柄飲み比べセット！
相性抜群の佐賀のおつまみと一緒に佐賀を味わっ
てください！

https://saga.patria-d.co.jp/

佐賀直送の佐賀野菜や、鮮度のいい銘柄鶏「ふも
と赤鶏」を堪能できる炭火焼き鳥居酒屋です。壁に
佐賀ふもと赤鶏（串焼き）、佐賀野菜（炭火 は佐賀を感じられる観光ＰＯＰが沢山貼られてお
焼き）
り、店内はまさに佐賀一色です。大阪で佐賀を満
喫出来る当店でお腹いっぱい笑って食べて飲んで
下さい！

飲食店

